
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

目     次 

１ 関係機関の連絡先........................................................................................................................... 1 

【指定行政機関等】 ............................................................................................................................... 1 

【指定地方行政機関 ・自衛隊】 ........................................................................................................... 2 

【指定公共機関等】 ............................................................................................................................... 3 

【指定地方公共機関等】 ........................................................................................................................ 6 

【県】 ..................................................................................................................................................... 7 

【警察署】 .............................................................................................................................................. 9 

【市町村】 ............................................................................................................................................ 10 

【消防機関】 ........................................................................................................................................ 12 

【その他関係機関】 ............................................................................................................................. 13 

２ 避難場所一覧................................................................................................................................ 15 

３ 条例等 .......................................................................................................................................... 20 

【関市国民保護協議会条例】 ............................................................................................................... 20 

【関市国民保護対策本部及び関市緊急対処事態対策本部条例】 ........................................................ 21 

【関市国民保護協議会運営要領】 ....................................................................................................... 22 

４ 様式一覧 ....................................................................................................................................... 24 

 

 

※ 本資料編に掲載していない事項は、関市地域防災計画（資料・様式編）を参照 

 

 

 



  

 
1 

 

１ 関係機関の連絡先 

 

【指定行政機関等】 

名  称 所 在 地 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

内閣府 大臣官房総務課 東京都千代田区霞ヶ関 3-1-1 03-5253-2111 03-3581-3907 

国家公安委員会 連絡先は警察庁と同様 東京都千代田区霞が関 2-1-2 03-3581-0141 03-3581-0744 

警察庁 警備局警備企画課 東京都千代田区霞が関 2-1-2 03-3581-0141 03-3581-0744 

防衛庁 運用局運用課 東京都新宿区市谷本村町 5-1 03-3268-3111 03-5225-3022 

防衛施設庁 総務部総務課 東京都新宿区市谷本村町 5-1 03-3268-3111 03-5227-2224 

金融庁 総務企画局政策課 東京都千代田区霞が関 3-1-1 03-3506-6000 03-3506-6267 

総務省 大臣官房総務課 東京都千代田区霞が関 2-1-2 03-5253-5089 03-5253-5093 

消防庁 
国民保護・防災部防災課国

民保護室 
東京都千代田区霞が関 2-1-2 03-5253-7550 03-5253-7543 

法務省 大臣官房秘書課広報室 東京都千代田区霞が関 1-1-1 03-3580-4111 03-3592-7728 

公安調査庁 総務部総務課 東京都千代田区霞が関 1-1-1 03-3592-2638 03-3592-6605 

外務省 
大臣官房総務課危機管理調

整室 
東京都千代田区霞が関 2-2-1 03-5501-8059 03-5501-8057 

財務省 
大臣官房総合政策課企画官

室 
東京都千代田区霞が関 3-1-1 03-3581-4111 03-5251-2163 

国税庁 長官官房総務課 東京都千代田区霞ヶ関 3-1-1 03-3581-4161 03-3593-0401 

文部科学省 
大臣官房文教施設企画部施

設企画課防災推進室 
東京都千代田区丸の内 2-5-1 03-6734-2290 03-6734-3690 

文化庁 連絡先は文部科学省と同様 東京都千代田区丸の内 2-5-1 03-6734-2290 03-6734-3690 

厚生労働省 
社会・援護局総務課災害救

助・救援対策室 
東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 03-3595-2614 03-3595-2303 

農林水産省 総合食料局食料企画課 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-1 03-3502-7942 03-3591-1648 
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林野庁 連絡先は農林水産省と同様 東京都千代田区霞が関 1-2-1 03-3501-3884 03-3591-1648 

水産庁 連絡先は農林水産省と同様 東京都千代田区霞が関 1-2-1 03-3501-3884 03-3591-1648 

経済産業省 大臣官房総務課 東京都千代田区霞ヶ関 1-3-1 03-3501-1768 03-3580-6801 

資源エネルギー庁 総合政策課 東京都千代田区霞が関 1-3-1 03-3501-2669 03-3580-8426 

中小企業庁 長官官房官房参事官室 東京都千代田区霞が関 1-3-1 03-3501-1768 03-3501-6801 

原子力安全・保安院 企画調整課 東京都千代田区霞が関 1-3-1 03-3501-1568 03-3501-8490 

国土交通省 危機管理室 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3 03-3253-8888 03-5253-8891 

国土地理院 総務部総務課 東京都茨城県つくば市北郷１番 029-864-6900 029-864-1807 

気象庁 総務部総務課 東京都千代田区大手町 1-3-4 03-3211-3014 03-3201-0682 

海上保安庁 総務部国際・危機管理官 東京都千代田区霞が関 2-1-3 03-3591-9822 03-3580-8778 

環境省 大臣官房総務課 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 03-3580-1373 03-3580-2517 

 

【指定地方行政機関 ・自衛隊】 

名  称 所 在 地 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

中部管区警察局 広域調整部広域調整第二課 愛知県名古屋市中区三の丸 2-1-1 052-951-6000 052-954-8880 

大阪防衛施設局 総務部総務課 大阪府中央区大手前 4-1-67 06-6945-4951 06-6945-7681 

名古屋防衛施設支局 総務課 愛知県名古屋市中区三の丸 2-2-1 052-952-8221 052-952-8230 

東海総合通信局 総務部総務課 愛知県名古屋市東区白壁 1-15-1 052-971-9210 052-971-9393 

東海財務局 
岐阜財務事務所総務課総務

第１係 
岐阜市金竜町 5-13岐阜合同庁舎 058-247-4111 058-246-2862 

名古屋税関 総務部総務課 愛知県名古屋市港区入船 2-3-12 052-654-4010 052-653-2454 

東海北陸厚生局 総務課 愛知県名古屋市東区白壁 1-15-1 052-971-8831 052-971-8861 

岐阜労働局 総務部総務課 岐阜市金竜町 5-13 058-245-8101 058-248-2339 

東海農政局 企画調整室 名古屋市中区三の丸 1-2-2 052-223-4610 052-219-2673 
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中部森林管理局 
名古屋事務所連絡調整官(総

務担当) 

愛知県名古屋市熱田区熱田西町 

1-20 
052-683-9205 052-683-9219 

中部経済産業局 総務課 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 052-951-2683 052-962-6804 

中部近畿産業保安監督部 管理課 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 052-951-0558 052-951-9803 

中部地方整備局 企画部防災課 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-1 052-953-8357 052-953-8362 

中部運輸局 
総務部総務課安全防災・危

機管理係 
愛知県名古屋市中区三の丸 2-2-1 052-952-8049 058-952-8087 

大阪航空局 中部空港事務所総務課 愛知県常滑市セントレア 1-1 0569-38-2155 0569-38-2156 

東京航空交通管制部 総務課 埼玉県所沢市並木 1-12 04-2992-1181 04-2992-1925 

東京管区気象台 岐阜地方気象台防災業務課 岐阜市加納二之丸 6 058-271-4108 058-271-4102 

第四管区海上保安本部 総務部総務課 愛知県名古屋市港区入船 2-3-12 052-661-1611 052-661-1620 

中部地方環境事務所 総務課 愛知県名古屋市中区錦 3-4-6 052-955-2130 052-951-8889 

陸上自衛隊 
第３５普通科連隊連隊本部

第３科 
愛知県名古屋市守山区守山 3-12-1 052-795-2191 052-795-2191 

海上自衛隊 
横須賀地方総監部防衛部第

３幕僚室 

神奈川県横須賀市西逸見町 1 無番

地 
046-822-3522 046-823-1009 

航空自衛隊 第２補給処企画課 各務原市那加官有無番地 058-382-1101 058-382-4899 

 

【指定公共機関等】 

名  称 所 在 地 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

独立行政法人海上技術安全研

究所 
企画部企画課 東京都三鷹市新川 6-38-1 0422-41-3007 0422-41-3247 

独立行政法人海上災害防止セ

ンター 
総務部総務課  

横浜市西区みなとみらい 3-3-1 

三菱重工横浜ビル 
045-224-4311 045-224-4312 

独立行政法人建築研究所 企画部企画調査課 茨城県つくば市立原１番地 029-879-0640 029-864-2989 

独立行政法人原子力安全基盤

機構 
防災支援部 計画グループ 東京都港区虎ノ門 3-17-1 03-4511-1602 03-4511-1698 

独立行政法人港湾空港技術研

究所 
企画管理部企画課 神奈川県横須賀市長瀬 3-1-1 046-844-5040 046-844-5072 
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独立行政法人国立病院機構 本部総務部総務課 東京都目黒区東が丘 2-5-21 03-5712-5050 03-5712-5081 

独立行政法人産業技術総合研

究所 
企画本部 東京都千代田区霞が関 1-3-1 03-5501-0830 03-5501-0855 

独立行政法人情報処理推進機

構 
セキュリティセンター 東京都文京区本駒込 2-28-8 03-5978-7508 03-5978-7518 

独立行政法人情報通信研究機

構 
総合企画部企画戦略室 東京都小金井市貫井北町 4-2-1 042-327-7457 042-327-7458 

独立行政法人森林総合研究所 総務部総務課 茨城県つくば市松の里 1 029-873-2812 029-873-3796 

独立行政法人水産総合研究セ

ンター 
総務部庶務課 

神奈川県横浜市西区みなとみらい 

2-3-3  
045-227-2600 045-227-2700 

独立行政法人土木研究所 企画部研究企画課 茨城県つくば市南原 1-6 029-879-6751 029-879-6752 

独立行政法人日本原子力研究

開発機構 

研究開発局原子力研究開発

課 
東京都千代田区丸の内 2-5-1 03-6734-4166 03-6734-4167 

独立行政法人日本高速道路保

有・債務返済機構 
総務部管理課 東京都港区西新橋二丁目 8番 6号 03-3508-5164 03-3508-5169 

独立行政法人農業・食品産業

技術総合研究機構 

総合企画調整部 

企画調整室 
茨城県つくば市観音台 3-1-1 029-838-7699 029-838-8525 

独立行政法人放射線医学総合

研究所 

基盤技術センター  安全・

施設部安全対策課 
千葉県千葉市稲毛区穴川 4-9-1 03-6734-4117 03-6734-4109 

独立行政法人水資源機構 総務部総務課 
埼玉県さいたま市中央区新都心 

11-2 
048-600-6511 048-600-6510 

日本銀行 名古屋支店文書課 愛知県名古屋市中区錦 2-1-1 052-222-2000 052-219-1815 

日本赤十字社 岐阜県支部事業推進課 岐阜市茜部中島 2-9 058-272-3651 058-274-6938 

日本放送協会 岐阜放送局放送部 岐阜市京町 2-3 058-265-8051 058-262-1267 

日本郵政公社 ＣＳＲ室危機管理担当 東京都千代田区霞ヶ関 1-3-2 03-3504-4624 03-3506-6732 

中日本高速道路株式会社中部

地区 

保全サービス事業部企画統

括グループ 
愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 052-222-1319 052-232-3735 

中部国際空港株式会社 総務部総務グループ 愛知県常滑市セントレア 1-1 0569-38-7774 0569-38-7773 

日本貨物鉄道株式会社 総務部 東京都千代田区飯田橋 3-13-1 03-3239-9111 03-3239-9130 
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西日本電信電話株式会社 岐阜支店設備部災害対策室 岐阜市八ッ寺町 1-15 058-265-3685 058-265-3695 

関西電力株式会社 総務室庶務グループ 大阪府北区中島 3-6-16 06-6441-8821 06-6441-9865 

中部電力株式会社 岐阜支店総務部総務課 岐阜市美江寺町 2-5 058-264-3331 058-264-3349 

北陸電力株式会社 総務部危機管理チーム 富山県富山市牛島町 15-1 
076-441-2511 

090-6818-3100 
076-405-0113 

電源開発株式会社 中部支店企画管理グループ 
愛知県春日井市十三塚町十三塚 

3030 
0568-81-2300 0568-81-2882 

日本原子力発電株式会社 総務室 東京都千代田区美土代町 1-1 03-4415-5400 03-4415-5490 

東邦瓦斯株式会社 

総務部総務グループ 

愛知県名古屋市熱田区桜田町 

19-18 

052-872-9325 052-882-1307 

導管部供給指令センター供

給指令課 
052-872-9291 052-872-9297 

太平洋フェリー株式会社 総務部 愛知県名古屋市中村区名駅 1-2-4 052-582-8612 052-582-8640 

ジェイアール東海バス株式会

社 
総務管理室 愛知県名古屋市中川区小本 3-103 052-352-7800 052-352-5517 

名阪近鉄バス株式会社 業務部 
愛知県名古屋市中村区名駅 

3-13-26 
052-563-5954 052-581-8402 

佐川急便株式会社 岐阜店 各務原市大野町 7-115 0583-89-7881 0583-89-7873 

西濃運輸株式会社 業務部 大垣市田口町 1 0584-82-5017 0584-82-5044 

日本通運株式会社 岐阜支店総務課 岐阜市長住町 10-1 058-252-1211 058-253-3055 

福山通運株式会社 岐阜支店 羽島郡柳津町大字高桑 1240 058-279-2622 058-279-1433 

ヤマト運輸株式会社 岐阜主管支店社会貢献課 愛知県小牧市新小木 2-8 0568-72-2381 0568-42-6870 

全日本空輸株式会社 名古屋支店総務課 愛知県名古屋市東区東桜 1-1-6 052-971-2221 052-971-2287 

東海旅客鉄道株式会社 総務部総務課 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4   

近畿日本鉄道株式会社 
名古屋輸送統括部運転車両

部運転課 
三重県四日市市鵜の森 1-16-11 0593-54-7011 0593-54-7024 

名古屋鉄道株式会社 西部支配人室運転担当 岐阜市吉野町 3-1 058-262-0337 058-263-5691 
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エヌ・ティ・ティコミュニケ

ーションズ株式会社 

ネットワーク事業部統合ネ

ットワーク部危機管理担当 
東京都千代田区内幸町 2-1-1 03-5202-9909 03-3500-0900 

ＫＤＤＩ株式会社 中部総支社管理部 愛知県名古屋市千種区内山 3-30-9 052-741-8330 052-741-8336 

ソフトバンクテレコム株式会

社 
総務部国民保護法担当 東京都港区東新橋 1-9-1 03-6888-8000 03-6215-5653 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ東海 

ネットワーク本部ネットワ

ーク運営部災害対策室 
愛知県名古屋市東区泉 1-13-23 052-968-6134 052-950-3714 

ソフトバンクモバイル株式会

社 

コーポレートセキュリティ

ー室 
東京都港区東新橋 1-9-1 03-6889-6304 03-6889-6603 

中京テレビ放送株式会社 報道局 愛知県名古屋市昭和区高峯町 154 052-832-3311  

中部日本放送株式会社 報道制作局報道部 愛知県名古屋市中区新栄 1-2-8 052-241-8111  

東海テレビ放送株式会社 報道部 愛知県名古屋市東区東桜 1-14-27 052-951-8300 052-971-8630 

名古屋テレビ放送株式会社 報道局ニース情報センター 愛知県名古屋市中区橘 2-10-1 
052-321-0011 

052-322-7135 
052-331-1186 

東海ラジオ放送株式会社 報道制作局報道部 愛知県名古屋市東区東桜 1-14-27 052-951-2647 052-951-2539 

 

【指定地方公共機関等】 

名  称 所 在 地 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

社団法人岐阜県エルピーガス

協会 
事務課 岐阜市藪田南 5-11-11 058-274-7131 058-274-8990 

社団法人岐阜県バス協会 事務局 岐阜市日置江 2648-2 058-279-3700 058-279-3709 

社団法人岐阜県トラック協会 総務課 岐阜市日置江 2648-2 058-279-3771 058-279-3773 

株式会社岐阜放送 報道部 岐阜市今小町 8 058-264-1181 058-262-7192 

岐阜エフエム放送 放送部 大垣市小野４丁目 35番地 10-302 0584-83-0180 0584-83-0189 

社団法人岐阜県医師会 事務局 岐阜市藪田南 3-5-11 058-274-1111 058-271-1651 

社団法人岐阜県歯科医師会 事務局 岐阜市加納城東通 1-18 058-274-6116 058-276-1722 

社団法人岐阜県病院協会 事務局 岐阜市司町 1 058-265-1745 058-263-4075 
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社団法人岐阜県看護協会 事務局 岐阜市藪田南 5-14-53 058-277-1008 058-275-5300 

社団法人岐阜県薬剤師会 事務局 岐阜市上太田町 1-15 058-264-0100 058-266-4797 

岐阜県道路公社 道路事業課 
岐阜市藪田南 5-14-53 県民ふれあ

い会館内 
058-277-1020 058-275-5302 

 

【県】 

名  称 所 在 地 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

知事直轄 秘書課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-3571 

知事直轄 広報課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-5721 

知事直轄 危機管理課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-272-4119 

知事直轄 防災課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-272-4119 

知事直轄 消防課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-272-4119 

総務部 財政課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-2830 

総合企画部 総合政策課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-274-8509 

環境生活部 環境生活政策課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-272-8233 

健康福祉部 健康福祉政策課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-5724 

産業労働部 産業政策課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-6873 

農政部 農政課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-6600 

林政部 林政課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-6606 

県土整備部 建設政策課 岐阜市薮田南 2-1-1 059-272-1111 058-271-7680 

都市建築部 都市政策課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-7686 

出納事務局 出納管理課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-7570 

教育委員会事務局 教育総務課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-271-7630 

警察本部 警備第二課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1111 058-272-9056 
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岐阜振興局   岐阜市司町 1 058-264-1111 058-266-1964 

西濃振興局   大垣市江崎町 422-3 0584-73-1111 0584-74-9428 

西濃振興局 揖斐事務所 揖斐郡揖斐川上南方 1-1 0585-23-1111 0585-22-1829 

中濃振興局   
美濃加茂市古井町下古井大脇 

2610-1 
0574-25-3111 0574-25-3934 

中濃振興局 中濃事務所 美濃市生櫛 1612-2 0575-33-4011 0575-35-1492 

東濃振興局   多治見市上野町 5-68-1 0572-23-1111 0572-25-0079 

東濃振興局 恵那事務所 恵那市長島町正家後田 1067-71 0573-26-1111 0573-25-7129 

飛騨振興局   高山市上岡本町 7-468 0577-33-1111 0577-33-1085 

岐阜土木事務所   岐阜市司町 1 058-264-1111 058-264-8087 

大垣土木事務所   大垣市江崎町 422-3 0584-73-1111 0584-82-4960 

揖斐土木事務所   揖斐郡揖斐川町上南方 1-1 0585-23-1111 0585-23-1105 

美濃土木設事務所   美濃市生櫛 1612-2 0575-33-4011 0575-33-4901 

郡上土木事務所   郡上市八幡町初音 1727-2 0575-67-1111 0575-65-4966 

可茂土木事務所   
美濃加茂市古井町下古井大脇 

2610-1 
0574-25-3111 0574-25-0355 

多治見土木事務所   多治見市上野町 5-68-1 0572-23-1111 0572-25-7224 

恵那土木事務所   恵那市長島町正家後田 1067-71 0573-26-1111 0573-26-0417 

下呂土木事務所   下呂市萩原町羽根 2605-1 0576-52-3111 0576-52-1948 

高山土木事務所   高山市上岡本町 7-468 0577-33-1111 0577-33-1086 

古川土木事務所   飛騨市古川町上野流 617-1 0577-73-2911 0577-73-3346 

岐阜保健所   名務原市那加不動丘 1-1 0583-80-3001 0583-71-1233 

岐阜保健所 本巣・山県センター 岐阜市司町 1 058-264-1111 058-265-1263 

西濃保健所   大垣市江崎町 422-3 0584-73-1111 0584-74-9334 
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西濃保健所 揖斐センター 揖斐郡大野町黒野塚廻り 191 0585-32-1530 0585-32-1533 

関保健所   美濃市生櫛 1612-2 0575-33-4011 0575-33-4701 

中濃保健所   
美濃加茂市古井町下古井大脇 

2610-1 
0574-25-3111 0574-28-7162 

中濃保健所 郡上センター 郡上市八幡町初音 1727-2 0575-67-1111 0575-65-6974 

東濃保健所   多治見市上野町 5-68-1 0572-23-1111 0572-25-6657 

恵那保健所   恵那市長島町正家後田 1067-71 0573-26-1111 0573-25-1174 

飛騨保健所   高山市上岡本町 7-468 0577-33-1111 0577-34-8327 

飛騨保健所 下呂センター 下呂市萩原町羽根 2605-1 0576-52-3111 0576-52-4384 

岐阜病院   岐阜市野一色 4-6-1 058-246-1111 058-248-3805 

多治見病院   多治見市前畑町 5-161 0572-22-5311 0572-25-1246 

下呂温泉病院   下呂市幸田 1162 0576-25-2820 0576-25-5922 

東京事務所   
東京都千代田区平河町 2-6-3 都道

府県会館 14階 
03-5212-9020 03-5210-6871 

大阪事務所   
大阪市北区梅田 1-1-3-3000 大阪駅

前第 3ビル 30階 
06-6344-4781 06-6344-1408 

名古屋事務所   
名古屋市中区 3-1-1 十六銀行名古

屋ビル 3階 
052-961-8122 052-961-8199 

消防学校   
各務原市川島小網町小林寺前河原 

2151番地 
0586-89-3226 0586-89-3227 

 

【警察署】 

名  称 所 在 地 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

岐阜中警察署  岐阜市美江寺町 2-10 058-263-0110  

岐阜南警察署  岐阜市茜部菱野 1-88 058-276-0110  

岐阜北警察署  岐阜市上土居 2-2-22 058-233-0110  

各務原警察署  各務原市蘇原中央町 2-1-3 0583-83-0110  
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岐阜羽島警察署  岐阜市柳津町梅松 3-108 058-387-0110  

海津警察署  海津市海津町福岡 341-2 0584-53-0110  

養老警察署  養老郡養老町石畑 1149-1 0584-34-0110  

垂井警察署  不破郡垂井町宮代 2875 0584-22-0110  

大垣警察署  大垣市江崎町 422-10 0584-78-0110  

揖斐警察署  揖斐郡揖斐川町上南方 4-5 0585-23-0110  

北方警察署  本巣郡北方町北方 3219-27 058-324-0110  

山県警察署  山県市高富 2383-1 0581-22-0110  

郡上警察署  郡上市八幡町中坪 3-3-1 0575-67-0110  

関警察署  関市下有知 106-8 0575-24-0110  

加茂警察署  美濃加茂市古井町下古井 2610 0574-25-0110  

可児警察署  可児市中恵土 2313-2 0574-61-0110  

多治見警察署  多治見市宝町 6-65 0572-22-0110  

中津川警察署  中津川市かやの木町 1-30 0573-66-0110  

恵那警察署  恵那市長島町正家 514-2 0573-26-0110  

下呂警察署  下呂市萩原町萩原 1572-1 0576-52-0110  

高山警察署  高山市花岡町 2-39 0577-32-0110  

飛騨警察署  飛騨市古川町朝開町 1401 0577-73-0110  

 

【市町村】 

名  称 所 在 地 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

岐阜市 都市防災政策室 岐阜市今沢町 18番地 058-265-4141 058-265-3857 

大垣市 生活安全課 大垣市丸の内 2-29 0584-81-4111 0584-81-4460 

高山市 企画課 高山市花岡町 2-18 0577-35-3131 0577-35-3174 
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多治見市 企画課 多治見市日ノ出町 2-15 0572-22-1111 0572-24-0621 

関市 危機管理課 関市若草通 3-1 0575-23-7736 0575-23-7748 

中津川市 防災対策課 中津川市かやの木町 2-1 0573-66-1111 0573-66-1502 

美濃市 総務課 美濃市 1350 0575-33-1122 0575-35-2509 

瑞浪市 総務課 瑞浪市上平町 1-1 0572-68-2111 0572-68-8749 

羽島市 防災交通課 羽島市竹鼻町 55 058-392-1111 058-394-0250 

恵那市 防災対策室 恵那市長島町正家 1-1-1 0573-26-2111 0573-25-6150 

美濃加茂市 防災安全課 美濃加茂市太田町 3431-1 0574-25-2111 0574-25-3917 

土岐市 総務課 土岐市土岐津町土岐口 2101 0572-54-1111 0572-53-0020 

各務原市 防災交通課 各務原市那加桜町 1-69 0583-83-1190 0583-80-1158 

可児市 防災安全課 可児市広見 1-1 0574-62-1111 0574-63-4406 

山県市 総務課 山県市高木 1000-1 0581-22-6820 0581-27-2075 

瑞穂市 総務課 瑞穂市別府 1288 058-327-6595 058-327-7414 

飛騨市 総務課 飛騨市古川町本町 2-22 0577-73-7461 0577-73-7077 

本巣市 総務課 本巣市文殊 324 0581-34-2511 0581-34-3273 

郡上市 総務管理課 郡上市八幡町島谷 228 0575-67-1832 0575-67-1711 

下呂市 総務課 下呂市森 960 0576-24-2222 0576-25-3250 

海津市 消防課 海津市海津町福岡 460-2 0584-53-0119 0584-53-3636 

岐南町 総務課 羽島郡岐南町八剣 7-107 058-247-1331 058-247-9904 

笠松町 総務課 羽島郡笠松町司町 1 058-388-1111 058-387-5816 

養老町 総務課 養老郡養老町高田 798 0584-32-1100 0584-32-2686 

垂井町 企画調整課 不破郡垂井町 1532-1 0584-22-1151 0584-22-5180 

関ヶ原町 総務課 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原 3210-1 0584-43-1111 0584-43-2120 
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神戸町 総務課 安八郡神戸町神戸 1111 0584-27-3111 0584-27-8224 

輪之内町 総務課 安八郡輪之内町四郷 2530-1 0584-69-3111 0584-69-3119 

安八町 総務課 安八郡安八町氷取 161 0584-64-3111 0584-64-5014 

揖斐川町 総務課 揖斐郡揖斐川町三輪 133 0585-27-2111 0585-23-0093 

大野町 総務広報課 揖斐郡大野町大野 80 0585-34-1111 0585-34-2110 

池田町 総務課 揖斐郡池田町六之井 1468-1 0585-45-3111 0585-45-8314 

北方町 総務課 本巣郡北方町北方 1323-5 058-323-1111 058-323-2963 

坂祝町 総務課 加茂郡坂祝町取組 46-18 0574-26-7111 0574-27-1808 

富加町 総務課 加茂郡富加町滝田 1511 0574-54-2111 0574-54-2461 

川辺町 経営管理課 加茂郡川辺町中川辺 1518-4 0574-53-2511 0574-53-2374 

七宗町 防災対策課 加茂郡七宗町上麻生 2442-3 0574-48-1111 0574-48-2239 

八百津町 地域課 加茂郡八百津町八百津 3903-2 0574-43-2111 0574-43-0969 

白川町 総務課 加茂郡白川町河岐 715 0574-72-1311 0574-72-1317 

東白川村 総務課 加茂郡東白川村神土 548 0574-8-3111 0574-8-3099 

御嵩町 総務課 可児郡御嵩町御嵩 1239-1 0574-67-2111 0574-67-1999 

白川村 総務課 大野郡白川村鳩谷 517 05769-6-1311 0569-6-1709 

 

【消防機関】 

名  称 所 在 地 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

中濃消防組合 消防本部 関市西欠ノ下 5 0575-23-0119 0575-22-9535 

中濃消防組合 関消防署 関市西欠ノ下 5 0575-23-0119 0575-22-9535 

中濃消防組合 関消防署西分署 関市小屋名 58-5 0575-27-0119 0575-28-6737 

中濃消防組合 関消防署武芸川出張所 関市武芸川町八幡 1421-1 0575-46-2289 0575-46-2289 

中濃消防組合 関消防署武儀出張所 関市中之保 5499-2 0575-40-0119 0575-40-0119 
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中濃消防組合 関消防署津保川出張所 関市上之保 14904-1 0575-47-2173 0575-47-2173 

中濃消防組合 美濃消防署 美濃市曽代 18-15 0575-33-0119 0575-33-4624 

中濃消防組合 美濃消防署洞戸出張所 関市洞戸大野 825 0581-58-8119 0581-58-8119 

中濃消防組合 美濃消防署板取川出張所 関市板取 2687-1 0581-57-2014 0581-57-2014 

 

【その他関係機関】 

名  称 所 在 地 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

関市社会福祉協議会 関本部 関市若草通 2-1 0575-22-0372 0575-23-6863 

西日本電信電話株式会社 岐阜支店 岐阜市八ツ寺町 1-15 058-265-3685 058-265-3695 

中部電力株式会社 関営業所 関市西町 9 0575-22-2121 0575-23-7157 

長良川鉄道株式会社 本社 関市元重町 74-1 0575-23-3921 0575-23-3927 

シーシーエヌ株式会社  岐阜市須賀 1-2-16 058-268-2302 058-268-2346 

関建設業協会  関市下有知 4057 0575-22-6010 0575-23-5250 

関建築工業会     

武儀建設業協会     

上之保建設業協会     

関市北西部建設連絡協議会     

関市管工事協同組合  関市馬場出 89 0575-23-5348 0575-23-5348 

関区電気工事業工業組合     

岐阜県ＬＰＧ協会 武儀支部 関市大平町 1-34 0575-22-0310  

関液化石油ガス協同組合  関市西本郷通 5-1-1 0575-24-1151 0575-24-5456 

岐阜県建築士会 中濃支部    

中濃厚生病院  関市若草通 5-1 0575-22-2211 0575-24-7139 

武儀医師会     
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関歯科医師会     

岐阜県薬剤師会 関支部    

関薬業組合     

岐阜県トラック協会 濃飛支部 関市小瀬 1284-8 0575-24-2728 0575-24-6285 

関アマチュア無線連絡協議会     

ＮＨＫ岐阜放送局  岐阜市京町 2-3 058-265-8051 058-262-1267 

岐阜放送  岐阜市今小町 8 058-264-1181 058-262-7191 

岐阜新聞社 本社 岐阜市今小町 10 058-264-1151 058-265-2769 

岐阜新聞社 中濃総局 関市西本郷 4-6-21 0575-22-0188 0575-24-7021 

中日新聞社 岐阜支社 岐阜市柳ヶ瀬通 1-12 058-265-0191 058-262-8706 

中日新聞社 関支局 関市東福野町 5-12 0575-22-3234 0575-24-3939 
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２ 避難場所一覧 

 

 

名 称 所在地 電 話 ＦＡＸ 
屋内部分 

（㎡） 

屋外部分 

（㎡） 
備考 

関 
 

 

地 
 
 

域 

上切公民センター 関市下有知１231   260   鉄骨造平屋 

東部公民センター 関市平賀町1-18 0575-24-2918  207   鉄骨造平屋 

南部公民センター 関市寿町2-2-15 0575-22-3265  244   鉄骨造２階 

今宮公民センター 関市下有知2794 0575-23-2397  306   鉄骨造平屋 

富野公民センター 関市西神野145-4 0575-29-0311  212   鉄骨造平屋 

西切公民センター 関市栄町3-4-1 0575-22-7144  503   鉄筋コンクリート造２階 

中部公民センター 関市住吉町19 0575-22-8303  238   鉄骨造２階 

赤土坂公民センター 関市小屋名1307-1 0575-28-3946  202   鉄骨造平屋 

東志摩公民センター 関市東志摩755 0575-24-2919  237   鉄筋コンクリート造２階 

本郷公民センター 関市本郷町88-2 0575-24-3643  240   鉄骨造２階 

旭公民センター 関市宮地町4-4 0575-24-0942  199   鉄骨造２階 

小瀬南公民センター 関市小瀬南2-5-1 0575-24-0944  200   鉄骨造平屋 

小屋名公民センター 関市小屋名975-1 0575-28-3985  267   鉄骨造平屋 

元重公民センター 関市元重町10-1 0575-24-1978  199   鉄骨造２階 

大門公民センター 関市大門町1-25-1 0575-24-0494  291   鉄骨造２階 

大平台公民センター 関市大平台3-5 0575-28-5463  205   鉄骨造平屋 

西本郷公民センター 関市西本郷通5-2-18 0575-24-0990  223   鉄骨造２階 

津保公民センター 関市西欠ノ下73-2 0575-22-3933  200   鉄骨造２階 

千疋北公民センター 関市千疋北2-1-1   200   鉄骨造平屋 

津保川台公民センター 関市山田211-237 0575-28-5646  276   鉄骨造平屋 

東新公民センター 関市東新町3-187 0575-23-7399  238   鉄骨造平屋 

堅仙房公民センター 関市北仙房26-1 0575-23-9838  200   鉄骨造平屋 

千疋体育館 関市千疋5-7-1   657   鉄筋コンクリート造平屋 

下有知いしがみ公民セ

ンター 
関市下有知3539-4 0575-24-7180  223 986 鉄骨造平屋 

関川公民センター 関市桜本町2-30-1   204   鉄筋コンクリート造平屋 
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名 称 所在地 電 話 ＦＡＸ 
屋内部分 

（㎡） 

屋外部分 

（㎡） 
備考 

関 
 

 

地 
 
 

域 

広見公民センター 関市広見811-1 0575-24-0976   214   鉄骨造平屋 

保戸島公民センター 関市側島561-5 0575-28-3749   200   鉄骨造平屋 

瀬尻公民センター 関市小瀬2120 0575-23-2819   234   鉄骨造平屋 

富岡公民センター 関市肥田瀬1635-1 0575-22-9723   230   鉄骨造平屋 

総合福祉会館 関市若草通2-1 0575-24-4190 0575-24-4027 6,050   鉄筋コンクリート造４階 

学習情報館 関市若草通2-1 0575-23-7777 0575-23-7778 8,940   鉄筋コンクリート造３階 

関市デイ・サービスセ

ンター 
関市下有知4647 0575-22-6358   519   鉄筋コンクリート造平屋 

いこいの家 関市一ツ山町54 0575-22-9185   367   鉄骨造平屋 

平和通会館 関市平和通7-6 0575-22-0358   1,169   鉄筋コンクリート造３階 

松風園 関市下有知4646-1 0575-22-0679   768   鉄骨造平屋 

日吉ヶ丘保育園 関市西日吉町51-1 0575-22-2229 0575-22-2229 442 510 鉄筋コンクリート造平屋 

富岡保育園 関市市平賀501-1 0575-22-8259 0575-22-8259 711 3,056 鉄骨造平屋 

田原保育園 関市西田原1421-1 0575-22-5542 0575-22-5542 770 5,441 鉄骨造平屋 

富野保育園 関市西神野298-1 0575-29-0203 0575-29-0203 800 2,432 鉄骨造平屋 

南ヶ丘保育園 関市倉知2916-21 0575-24-0719 0575-24-0719 752 1,521 鉄骨造平屋 

西部保育園 関市小屋名621-2 0575-28-3340 0575-28-3340 584 2,877 鉄骨造平屋 

養護訓練センター 関市本郷町88 0575-22-2304 0575-23-4301 760 672 鉄骨造平屋 

つばき荘 関市東町5-1-1 0575-22-0771 0575-22-0771 615 1,091 鉄筋コンクリート造３階 

安桜小学校 関市いろは町1 0575-22-5421 0575-24-7962 7,549 6,780 鉄筋コンクリート造４階 

旭ヶ丘小学校 関市旭ヶ丘2-1-1 0575-22-5133 0575-24-7963 6,703 10,667 鉄筋コンクリート造４階 

桜ヶ丘小学校 関市明生町4-1-1 0575-23-3867 0575-24-7965 5,324 9,255 鉄筋コンクリート造３階 

瀬尻小学校 関市小瀬2120-4 0575-22-3120 0575-24-7971 4,573 5,715 鉄筋コンクリート造３階 

倉知小学校 関市段下66-1 0575-23-0551 0575-24-7972 4,852 7,852 鉄筋コンクリート造３階 

南ヶ丘小学校 関市倉知4372 0575-22-4264 0575-24-7975 5,519 7,780 鉄筋コンクリート造３階 

富岡小学校 関市市平賀506 0575-22-2362 0575-24-7973 5,077 8,587 鉄筋コンクリート造３階 

金竜小学校 関市上白金482-1 0575-28-2303 0575-28-6350 6,021 8,103 鉄筋コンクリート造３階 

田原小学校 関市西田原1465 0575-22-3243 0575-24-7961 4,989 9,457 鉄筋コンクリート造３階 

下有知小学校 関市下有知1525-1 0575-22-2029 0575-24-7981 4,721 8,109 鉄筋コンクリート造３階 

富野小学校 関市西神野270-1 0575-29-0005 0575-29-0596 2,831 5,826 鉄筋コンクリート造３階 
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名 称 所在地 電 話 ＦＡＸ 
屋内部分 

（㎡） 

屋外部分 

（㎡） 
備考 

関 
 
 

地 
 
 

域 

旭ヶ丘中学校 関市旭ヶ丘2-3-1 0575-22-5351 0575-24-7978 7,627 11,269 鉄筋コンクリート造４階 

緑ヶ丘中学校 関市緑ヶ丘2-1-10 0575-22-5005 0575-24-7957 7,836 9,276 鉄筋コンクリート造３階 

小金田中学校 関市小屋名127 0575-28-2301 0575-28-6351 6,842 12,053 鉄筋コンクリート造４階 

桜ヶ丘中学校 関市桜台3-13-1 0575-24-6071 0575-24-7974 7,736 15,228 鉄筋コンクリート造４階 

下有知中学校 関市下有知3121-1 0575-22-3179 0575-24-7968 4,011 12,477 鉄筋コンクリート造３階 

富野中学校 関市志津野2972 0575-29-0870 0575-29-0592 2,795 7,925 鉄筋コンクリート造３階 

文化会館 関市桜本町2-30-1 0575-24-2525   8,103 20,651 鉄筋コンクリート造４階 

陸上競技場管理棟 関市塔ノ洞3300-2 0575-24-0214 0575-23-5033 736   鉄筋コンクリート造２階 

中池体育館 関市塔ノ洞3845-1 0575-24-0214 0575-23-5033 1,160   鉄筋コンクリート造平屋 

旭ヶ丘ふれあいセンタ

ー 
関市仲町8-15 0575-25-0515 0575-25-0515 538   鉄筋コンクリート造２階 

桜ヶ丘ふれあいセンタ

ー 
関市鋳物師屋5-2-30 0575-22-1931 0575-22-1931 598   鉄筋コンクリート造２階 

下有知ふれあいセンタ

ー 
関市下有知3245-32 0575-22-2020 0575-22-2020 599   鉄筋コンクリート造平屋 

総合体育館 関市若草通2-1 0575-23-7766 0575-23-7765 11,110   鉄筋コンクリート造２階 

倉知ふれあいセンター 関市倉知927-1 0575-23-9830   490   鉄骨造２階 

千疋ふれあいセンター 関市千疋196 0575-28-6408   401   鉄筋コンクリート造２階 

田原ふれあいセンター 関市西田原1426-1 0575-24-4848   553   鉄筋コンクリート造２階 

勤労青少年ホーム 関市塔ノ洞3885-1 0575-24-0214 0575-23-5033 796 432 鉄筋コンクリート造２階 

少年自然の家 関市塔ノ洞3885-1 0575-24-0673 0575-23-5033 2,432 7,460 鉄筋コンクリート造３階 

関商工高等学校 関市倉知4909-45 0575-22-4221 0575-22-9185 15,028   鉄筋コンクリート造４階 

洞 
 

戸 
 

地 
 

域 

洞戸林業センター 関市洞戸高賀1144 0581-58-2244   226 1,000 鉄骨造平屋 

洞戸基幹集落センター 関市洞戸市場294-5 0581-58-2823   624 100 鉄筋コンクリート造２階 

洞戸老人福祉センター 関市洞戸市場773 0581-58-8511   986 1,000 木造平屋 

洞戸保健センター 関市洞戸市場172-2 0581-58-2201 0581-58-2202 402 500 鉄筋コンクリート造２階 

下洞戸活性化センター 関市洞戸大野745-1 0581-58-2880   450 700 木造平屋 

高賀山自然の家 関市洞戸阿部1440 0581-58-8588 0581-58-8588 1,613 1,000 木造２階 

洞戸生涯学習センター 関市洞戸市場294-2 0581-58-2115   547 1,000 鉄筋コンクリート平屋 

洞戸小学校体育館 関市洞戸市場248 0581-58-2024   850 200 鉄筋コンクリート平屋 

洞戸中学校体育館 関市洞戸市場566-1 0581-58-2034   979 300 鉄筋コンクリート平屋 
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名 称 所在地 電 話 ＦＡＸ 
屋内部分 

（㎡） 

屋外部分 

（㎡） 
備考 

板 
 

取 
 

地 
 

域 

板取白谷集会場 関市板取281     241 636 木造平屋 

板取老人福祉センター 関市板取6503 0581-57-6788   1,396   鉄筋コンクリート造２階 

板取岩本集会場 関市板取1673     369   鉄筋コンクリート造平屋 

板取シュトローム 関市板取4171-1 0581-57-2822   665   鉄骨造平屋 

板取白谷体育館 関市板取165     429   鉄骨造平屋 

板取門出体育館 関市板取1129     595   鉄骨造平屋 

板取生涯学習センター 関市板取1634 0581-57-2220 0581-57-2138 807   鉄筋コンクリート造２階 

板取生涯学習センター

別館 
関市板取1591-1 0581-57-2810   505   鉄骨造平屋 

板取小学校屋内運動場 関市板取2687-2     709   鉄筋コンクリート造２階 

板取体育館 関市板取2305     1,854   鉄筋コンクリート造２階 

板取保木口体育館 関市板取3996-1     429   鉄骨造平屋 

板取島口体育館 関市板取5085-3     429   鉄骨造平屋 

武 
 

芸 
 

川 
 

地 
 

域 

武芸川憩いの家 関市武芸川町谷口1371 0575-46-2327   455   鉄骨造平屋 

むげがわ保育園 関市武芸川町谷口1032-1 0575-45-3001   2,258   木造平屋 

むげがわ児童館 関市武芸川町谷口1032-1 0575-45-3002   344   木造平屋 

寺尾小学校 関市武芸川町谷口2320-1 0575-37-2314 0575-37-2981 724 2,000 鉄筋コンクリート造２階 

武芸小学校 関市武芸川町谷口1336 0575-46-3029 0575-46-1216 1,361 1,750 鉄筋コンクリート造３階 

武芸川中学校 関市武芸川町八幡1503 0575-26-2111 0575-46-3852 2,130 6,300 鉄筋コンクリート造３階 

武芸川生涯学習センタ

ー 
関市武芸川町小知野779-1 0575-46-3611 0575-46-3612 372   鉄筋コンクリート造２階 

武芸川体育館 関市武芸川町小知野779-1 0575-46-3611 0575-46-3612 1,147   鉄筋コンクリート造２階 

武道館 関市武芸川町小知野779-1 0575-46-3611 0575-46-3612 435   鉄筋コンクリート平屋 

博愛小学校 関市武芸川町高野254 0575-46-2129 0575-46-1094 1,617 2,200 鉄筋コンクリート造３階 

武 
 

儀 
 

地 
 

域 

武儀やまゆり東保育園 関市中之保4680 0575-49-2852 0575-49-2852 432   鉄筋コンクリート造平屋 

武儀基幹集落センター 関市中之保5685     1,331   鉄筋コンクリート造４階 

道の駅平成エコピアセ

ンター 
関市下之保2503-2 0575-49-2098   497   鉄骨造平屋 

武儀やまゆり西保育園 関市下之保3059-1 0575-49-2891 0575-49-2891 556   鉄筋コンクリート造平屋 

武儀東小学校 関市富之保2801-1 0575-49-3124 0575-49-2091 2,956   鉄筋コンクリート造３階 

武儀生涯学習センター 関市富之保2001-1 0575-49-3715 0575-49-3739 5,783   鉄筋コンクリート造３階 
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武儀中学校 関市中之保5705 0575-49-3062 0575-49-2937 5,046   鉄筋コンクリート造３階 

武儀西小学校 関市下之保2742-1 0575-49-2604 0575-49-2092 2,714   鉄筋コンクリート造３階 

上 

之 

保 

地 

域 

上之保第二保育園 関市上之保18572 0575-47-3174   208   木造平屋 

上之保第一保育園 関市上之保1140-1 0575-47-2252   444   鉄筋コンクリート造平屋 

旧上之保東小学校 関市上之保22433     595   鉄筋コンクリート造２階 

上之保中学校 関市上之保13502 0575-47-2004 0575-47-2705 949   鉄筋コンクリート平屋 

さつき会館 関市上之保14793-3 0575-47-2209   1,139   鉄筋コンクリート造２階 

さつきアリーナ 関市上之保14793-1 0575-47-2209   473   鉄筋コンクリート造平屋 

上之保小学校 関市上之保1074 0575-47-2019 0575-47-0009 569   鉄筋コンクリート造２階 
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３ 条例等 

 

【関市国民保護協議会条例】 

 

関市国民保護協議会条例 

平成18年3月27日 

関市条例第15号 

(趣旨) 

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第

112号)第40条第8項の規定に基づき、関市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。 

(委員及び専門委員) 

第2条 協議会の委員の定数は、30人以内とする。 

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

(会長の職務代理) 

第3条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を

代理する。 

(会議) 

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(幹事) 

第5条 協議会に、幹事30人以内を置く。 

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。 

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

(部会) 

第6条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。 

4 部会長は、部会の事務を掌理する。 

(委任) 

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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【関市国民保護対策本部及び関市緊急対処事態対策本部条例】 

 

関市国民保護対策本部及び関市緊急対処事態対策本部条例 

平成18年3月27日 

関市条例第14号 

(趣旨) 

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第

112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、関

市国民保護対策本部及び関市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

(職員) 

第2条 関市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)に本部長、副本部長及び本部員のほか、必

要な職員(以下「本部職員」という。)を置く。 

2 本部職員は、市の職員のうちから市長が任命する。 

(職務) 

第3条 本部長は、対策本部の事務を総括する。 

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

3 本部員及び本部職員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。 

(会議) 

第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部

の会議を招集する。 

2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他市の職員以外の者を対策本部の会議に出

席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

(部) 

第5条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。 

2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

(現地対策本部) 

第6条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員又は

本部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。 

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。 

(委任) 

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

(準用) 

第8条 第2条から前条までの規定は、関市緊急対処事態対策本部について準用する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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【関市国民保護協議会運営要領】 

 

関市国民保護協議会運営要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、関市国民保護協議会条例（平成１８年関市条例第１５号。以下「条例」とい

う。）第７条の規定に基づき、関市国民保護協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （招集） 

第２条 協議会の会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければ

ならない。 

２ 前項の通知を受けた委員がやむを得ない理由等により会議に出席できないときは，会

議の開会までにその旨を会長に連絡した上で、代理者を出席させることができる。 

３ 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。 

 （専門委員の出席） 

第３条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に専門委員の出席を求め、その意見を聞

くことができる。 

 （協議会の会議の記録） 

第４条 協議会の会議については、議事録を作成し、会長の指名する出席委員２人がこれに署名しな

ければならない。 

２ 議事録には、次の事項を記載しなければならない。 

 (1) 会議の日時及び場所 

 (2) 出席した委員及び専門委員の職名及び氏名 

 (3) 議事の件名及び概要並びに議決事項 

 (4) その他会長が必要と認める事項 

 （協議会の会議等の公開） 

第５条 協議会の会議及び議事録は公開とする。ただし、協議会の決定により非公開とすることがで

きる。 

 （協議会の会議の公開方法等） 

第６条 協議会の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に会長が当該会議の傍聴を認めることによ

り行うものとする。 

２ 公開する会議においては、会場に傍聴席及び報道関係者席を設けるものとする。 

３ 会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項等（別

記）を定め、傍聴者へ周知する等会議開催中における会議の秩序の維持に努めるものとする。 

 （幹事の任期） 

第７条 幹事の任期は２年とし、再任することを妨げない。幹事が欠けた場合における補欠の幹事の

任期は、前任者の残任期間とする。 

 （幹事会） 

第８条 協議会に幹事会を置く。 
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２ 幹事会は関市総務部長が招集し、その議長となる。 

３ 幹事会においては、次に掲げる事項を処理する。 

 (1) 協議会に提出する議案の調整 

 (2) その他会長から命ぜられた事項 

 （事務局） 

第９条 協議会の事務局は、関市市長公室危機管理課に置く。 

   附 則 

 この要領は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

 

 

別記 

 

関市国民保護協議会の会議の傍聴に係る遵守事項 

 

１ 傍聴する場合の手続き 

 (1) 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻までに会場受付で氏名及び住所を記入し、協

議会の会長の許可を得た上で事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。 

 (2) 傍聴の受付は先着順で行い、傍聴席の数になり次第終了します。 

 

２ 会場の秩序の維持 

 (1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては係員の指示に従ってください。 

 (2) 傍聴者が３の遵守事項に違反し、注意を受け、なおこれに従わない場合は退場していただくこ

とがあります。 

 (3) 傍聴者が規定違反を繰り返した場合は、次回以降の会議の傍聴をお断りすることがあります。 

 

３ 会議を傍聴するに当たって守るべき事項 

  傍聴者は会議を傍聴するに当たり、次の事項を守ってください。 

 (1) 会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

 (2) 会場において、騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。 

 (3) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 

 (4) 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、協議会の会長の許可を得た

場合は、この限りではありません。 

 (5) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 
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４ 様式一覧 

 

別添１ 

様式第１号（第１条関係） 

 

安 否 情 報 収 集 様 式 （ 避 難 住 民 ・ 負 傷 住 民 ）  

記入日時（  年 月 日 時 分） 

①氏名  

②フリガナ  

③出生の年月日    年  月  日 

④男女の別    男     女 

⑤住所（郵便番号を含む。）  

⑥国籍   日本 その他（     ） 

⑦その他個人を識別するための情報  

⑧負傷（疾病）の該当    負傷    非該当 

⑨負傷又は疾病の状況  

⑩現在の居所  

⑪連絡先その他必要情報  

⑫親族・同居者からの照会があれば、①～⑪を回答する

予定ですが、回答を希望しない場合は、○で囲んで下さ

い。 

 

    回答を希望しない 

⑬知人からの照会があれば①⑦⑧を回答する予定です

が、回答を希望しない場合は○を囲んで下さい。 

 

    回答を希望しない 

⑭①～⑪を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対

する回答又は公表することについて、同意するかどうか

○で囲んで下さい。 

    同意する 

 

    同意しない 

※備考 

 

 (注 1) 本収集は、国民保護法第 94 条第１項の規定に基づき実施するものであり、個人情報の保護に十分留意しつつ、

上記⑫～⑭の意向に沿って同法第 95 条第１項の規定に基づく安否情報の照会に対する回答に利用します。また、国民保

護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、

記入情報の収集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

(注 2) 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知人とは、友人、職場関

係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。 

(注 3) 「③出生年月日」欄は元号表記により記入すること。 

(注 4) 回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。 
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別添２ 

様式第２号（第１条関係） 

 

 

 

安 否 情 報 収 集 様 式 （ 死 亡 住 民 ）  

                  記入日時（  年 月 日 時 分） 

① 氏 名   

② フ リ ガ ナ   

③ 出 生 の 年 月 日      年   月   日  

④ 男 女 の 別       男       女  

⑤ 住 所 （ 郵 便 番 号 を 含 む 。）   

⑥ 国 籍   日 本  そ の 他 （    ）  

⑦ そ の 他 個 人 を 識 別 す る た め の 情 報   

⑧ 死 亡 の 日 時 、 場 所 及 び 状 況   

⑨ 遺 体 が 安 置 さ れ て い る 場 所   

⑩ 連 絡 先 そ の 他 必 要 情 報   

⑪ ① ～ ⑩ を 親 族 ・ 同 居 者 ・ 知 人 以 外  

の 者 か ら の 照 会 に 対 す る 回 答 す る  

こ と へ の 同 意  

     同 意 す る  

 

     同 意 し な い  

※ 備 考  

 

 

 (注 1) 本収集は、国民保護法第 94 条第１項の規定に基づき実施するものであり、親族・知人については、個人情報の

保護に十分留意しつつ、原則として親族・同居者・知人からの照会があれば回答するとともに、上記⑪の意向に沿って

同法 95 条第１項の規定に基づく安否情報の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の

提供等）や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収集、パソコンの

入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

(注 2) 親族・同居者・知人であるかの確認は申請書面により形式的審査を行います。また、知人とは、友人、職場関係

者、近所の者及びこれらに類する者を指します。 

(注 3) 「③出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

(注 4) 回答情報の限定を希望する場合は備考欄に御記入願います。 

 

⑪ の 同 意 回 答 者 名   連 絡 先   

同 意 回 答 者 住 所   続 柄  
 

 (注 5 )⑪ の 回 答 者 は 、 配 偶 者 又 は 直 近 の 直 系 親 族 を 原 則 と し ま す 。  
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別添３ 

様式第３号（第２条関係） 

 

 

 

 

別
添
３

 

報告日時： 　年　　月　 　日 　　時　 　分

市町村名：　　　　　　　　 担当者名：　　　 　　　　　

①氏　名 ②フリガナ
③出生の
年月日

④男女の別 ⑤住　所 ⑥国籍
⑦その他個人
を識別するた

めの情報

⑧負傷（疾
病）の該当

⑨負傷又
は疾病の

状況

⑩現在の
居所

⑪連絡先その
他必要情報

⑫親族・同居
者への回答の

希望

⑬知人への回
答の希望

⑭親族・同居者・知
人以外の者への回答

又は公表の同意
備　考

備　考
１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　「③出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。
３　「⑥国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。
４　武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「⑨負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、
　「⑩現在の居所」欄に「遺体の安置されている場所」を記入すること。
５　 ⑫～⑭の希望又は同意欄には、安否情報の提供に係る希望又は同意について「有」又は「無」と記入願います。この場合において、当該希望又は同意
　について特段の条件がある場合は、当該条件を「備考」欄に記入すること。

安　否　情　報　報　告　書
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別添４ 

様式第４号（第３条関係） 

安 否 情 報 照 会 書 

総務大臣                               年  月  日 

（都道府県知事） 殿 

（市町村長）  

申 請 者 

                       住  所（居所）                 

氏  名                   

 

下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第

９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。  

照 会 を す る 理 由 

（○を付けて下さい。③の場

合、理由を記入願います。） 

① 被照会者の親族又は同居者であるため。 

② 被照会者の知人（友人、職場関係者及び近隣住民）であるため。 

③ その他 

（                      ） 

備 考  

被
照
会
者

を

特

定

す

る

た

め

に

必

要

な

事

項 

氏 名  

フ リ ガ ナ  

出 生の年 月日  

男 女 の 別  

住 所  

国 籍 

（日本国籍を有しない者に限る。） 
日本       その他（       ） 

その他個人を識別するため

の情報 
 

※ 申 請 者 の 確 認  

※ 備 考  

 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とします。 

   ２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入

願います。 

   ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入願います。 

   ４ ※印の欄には記入しないで下さい。 
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別添５ 

様式第５号（第４条関係） 

安 否 情 報 回 答 書 

年   月   日 

     殿 

 

総務大臣 

（都道府県知事） 

（市町村長） 

 

年   月   日付けで照会があった安否情報について、下記のとおり回答します。 

避難住民に該当するか否かの別 
 

武力攻撃災害により死亡し又は負傷し

た住民に該当するか否かの別 

 

 

 
 
 
 

 

被 
 
 

照 
 

 

会 
 

 
者 

氏 名  

フ リ ガ ナ  

出 生の年 月日  

男 女 の 別  

住 所  

国 籍 

（日本国籍を有しない者に限る。） 
日本      その他（       ） 

その他個人を識別 

するための情報 
 

現 在 の 居 所  

負傷又は疾病の状況  

連絡先その他必要情報  

 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害に

より死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記

入すること。 

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した

上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「遺体が安置されている場

所」を記入すること。 

５ 安否情報の収集時刻を「連絡先その他必要情報」に記入すること。 
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別添６ 

 

    

   年  月  日に発生した   による被害（第 報） 

 

   年  月  日   時  分  

 

関 市 

  

   １ 武力攻撃災害が発生した日時、場所（又は地域） 

(1) 発生日時         年  月  日 

(2) 発生場所  関市  町  丁目  番  号（北緯  度、東経  度） 

  

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要 

 

 

 ３ 人的・物的被害状況 

 

 

市 名 

人 的 被 害 住 家 被 害 そ の 他  

死 者 
行方不 

明者 

負 傷 者 
全壊 半壊  

 

重傷 軽傷 

(人) (人) (人) (人) (棟) (棟)  

        

        

        

        

   

※ 可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢 

及び死亡時の概況を一人ずつ記入してください。 

 

 市名 年月日 性別 年齢 概     況  
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別添７ 

 

火災・災害等即報要領第１総則４（１）に規定する第３号様式 

                                                              第   報 

 

 

 

 

消防庁受信者氏名 

 

 

事故災害種別 １救急事故  ２救助事故  ３武力攻撃災害  ４緊急事態対処 

発生場所  

発生日時 

（覚知日時） 

   月  日  時  分  

（  月  日  時  分） 
覚知方法 

 

 

事故等の概要 

 

 

 

死傷者等 

死者（性別・年齢） 

 

 

        計   人 

負傷者等       人（    人） 

 

  重 症      人（    人）  

  中等症      人（    人） 

  軽 症      人（    人） 

 
不明          人 

救助活動の要否 
 

要救護者数（見込） 
 

救助人員 
 

消防・救急・救助 

活 動 状 況 

 

災害対策本部等 

の設置状況 

 

その他参考事項 
 

 

（注）負傷者等欄の(  )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。 

（注）第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。 

（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。） 

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県  

市 町 村 

(消防本部名) 

 

報告者名  


